(19)【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
(12)【公報種別】公開特許公報（Ａ）
(11)【公開番号】特開２００２−１１４７３５（Ｐ２００２−１１４７３５Ａ）
(43)【公開日】平成１４年４月１６日（２００２．４．１６）
(54)【発明の名称】芳香族アルデヒドの選択的製造法
(51)【国際特許分類第７版】
C07C 47/542
B01J 31/02

102

35/02
C07C 45/36
// C07B 61/00

300

【ＦＩ】
C07C 47/542
B01J 31/02

102 Z

35/02

J

C07C 45/36
C07B 61/00

300

【審査請求】未請求
【請求項の数】５
【出願形態】ＯＬ
【全頁数】６
(21)【出願番号】特願２０００−３０９１２２（Ｐ２０００−３０９１２２）
(22)【出願日】平成１２年１０月１０日（２０００．１０．１０）
(71)【出願人】
【識別番号】３９６０２０８００
【氏名又は名称】科学技術振興事業団
【住所又は居所】埼玉県川口市本町４丁目１番８号
(72)【発明者】
【氏名】福住

俊一

【住所又は居所】大阪府豊中市利倉西２−９−７−１０１
(74)【代理人】
【識別番号】１０００９５８３２
【弁理士】
【氏名又は名称】細田

芳徳

【テーマコード（参考）】
4G069
4H006

(57)【要約】

4H039

【課題】酸化剤として、従来の無機酸化剤を使用せず

に、環境に優しい酸化剤である酸素を用いて選択性よく
【Ｆターム（参考）】
アルキルベンゼンから芳香族アルデヒドを選択的に製造
4G069 AA06 BA21A
BA21B BA48A BB08A BB08B BD12A BD12B BE13A BE13B BE36A BE36B BE37A BE38A BE38B CB07
DA02

しうる方法を提供すること。

【解決手段】光触媒としてアクリジニウムイオン誘導体
4H006 AA02 AC45
BA51 BA95 BB12 BE30
の存在下、酸化剤として酸素を用い、アルキルベンゼン
4H039 CA62 CC30
に光線を照射し、アルキルベンゼンを酸素化させること
を特徴とする芳香族アルデヒドの選択的製造法。
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【特許請求の範囲】

【０００６】しかし、近年、従来の無機酸化剤などを使

【請求項１】

光触媒としてアクリジニウムイオン誘導

用せずに、環境に優しい酸化剤である酸素などの酸化剤

体の存在下、酸化剤として酸素を用い、アルキルベンゼ

を用いたアルキルベンゼンから芳香族アルデヒドの製造

ンに光線を照射し、アルキルベンゼンを酸素化させるこ

法の開発が待ち望まれている。

とを特徴とする芳香族アルデヒドの選択的製造法。

【０００７】

【請求項２】

アクリジニウムイオン誘導体が９−フェ

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来技

ニル−１０−メチルアクリジニウム過塩素酸塩である請

術に鑑みてなされたものであり、酸化剤として、従来の

求項１記載の製造法。

無機酸化剤を使用せずに、環境に優しい酸化剤である酸

【請求項３】

素を用いて選択性よくアルキルベンゼンから芳香族アル

アルキルベンゼンを溶媒中で部分酸素化

させる請求項１または２記載の製造法。
【請求項４】

10

溶媒がクロロホルムである請求項３記載

デヒドを選択的に製造しうる方法を提供することを目的
とする。

のアルキルベンゼンの製造法。

【０００８】

【請求項５】

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、光触媒

アルキルベンゼンがｐ−キシレンである

請求項１〜４いずれか記載の製造法。

としてアクリジニウムイオン誘導体の存在下、酸化剤と

【発明の詳細な説明】

して酸素を用い、アルキルベンゼンに光線を照射し、ア

【０００１】

ルキルベンゼンを部分酸素化させることを特徴とする芳

【発明の属する技術分野】本発明は、芳香族アルデヒド

香族アルデヒドの選択的製造法に関する。

の選択的製造法に関する。さらに詳しくは、医薬品、染

【０００９】

料、殺虫剤、香料などの種々の薬品の製造中間体として
有用な芳香族アルデヒドをアルキルベンゼンから製造し

【発明の実施の形態】本発明の製造法によれば、前記し
20

たように、光触媒としてアクリジニウムイオン誘導体の

うる方法に関する。

存在下、酸化剤として酸素を用い、アルキルベンゼンに

【０００２】

光線を照射し、アルキルベンゼンを部分酸素化させるこ

【従来の技術】アルキルベンゼンを芳香族アルデヒドに

とにより、該アルキルベンゼンに対応する芳香族アルデ

選択的に部分酸素化させる反応は、医薬品、染料、殺虫

ヒドを選択的に製造することができる。

剤、香料などの種々の薬品の製造中間体として有用な芳

【００１０】本発明においては、光触媒としてアクリジ

香族アルデヒドを製造するうえで、工業化学の技術分野

ニウムイオン誘導体が用いられている点に、１つの大き

において重要な化学反応である。

な特徴がある。このように、アクリジニウムイオン誘導

【０００３】従来、アルキルベンゼンの部分酸素化に

体を用いた場合には、アルキルベンゼンから芳香族アル

は、クロム(IV)、コバルト(III) 、マンガン(III) 、セ

デヒドを選択性よく製造することができる。また、アク

リウム(IV)、ベンゼンセレニン酸無水物、過酸化二硫酸

30

リジニウムイオン誘導体は、反応中においてほとんど失

塩／銅イオンなどの無機酸化剤が用いられている（Che

活しないので、反応終了後に回収することにより、繰り

m. Br. 1975, 11, 59、Tetrahedron Lett. 1978, 456

返し使用することができるという利点がある。

1、U.S. Patent No.4,482,438、Electrochem. Sci. Tec

【００１１】アクリジニウムイオン誘導体の代表例とし

hnol. 1976, 11, 143、Tetrahedron Lett. 1985, 28, 3

ては、９−フェニル−１０−メチルアクリジニウム過塩

353、Tetrahedron Lett. 1966, 4493、Tetrahedron Let

素酸塩、９−アルキル−１０−アルキルアクリジニウム

t. 1976, 3331、Tetrahedron Lett. 1981, 22, 2605な

過塩素酸塩などが挙げられる。これらの中では、９−フ

ど）。

ェニル−１０−メチルアクリジニウム過塩素酸塩は、得

【０００４】しかしながら、これらの酸化剤を用いてア

られる芳香族アルデヒドの選択性を高めることができる

ルキルベンゼンの酸素化を行なった場合には、生成する
芳香族アルデヒドの収率が低く、選択性が悪いという欠

という利点があるので、好適に使用しうるものである。
40

【００１２】アクリジニウムイオン誘導体の量は、光吸

点がある。また、化学量論量の無機酸化剤を用いた場合

収効率および触媒効率の観点から、アルキルベンゼン１

には、環境汚染を招くおそれのある副生物を生じるとい

００重量部に対して、１〜１００重量部、好ましくは１

う欠点がある。

０〜２０重量部であることが望ましい。

【０００５】そこで、化学量論量で毒性のある無機酸化

【００１３】本発明においては、酸化剤として酸素が用

剤を使用することを回避するために、これらの酸化剤を

いられる。このように、酸素が用いられるので、従来使

電気化学的にリサイクルする方法が報告されている（Ch

用されている無機酸化剤のように環境汚染に関する問題

em.Int. Ed. Engl. 1986, 25, 683、J. Org. Chem. 198

を生じるおそれがない。

9, 54, 1526、TetrahedronLett. 1986, 42, 553 、J. O

【００１４】アルキルベンゼンの酸素化を効率よく行な

rg. Chem. 1985, 50, 539 、J.Synth. Org. Chem.,Jpn.
1979, 37, 914)。

うために、アルキルベンゼンの酸素化は、溶媒中で行な
50

(2)

うことが好ましい。
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【００１５】溶媒としては、例えば、クロロホルム、ア

【００２１】光線としては、波長が３００〜４５０ｎ

セトニトリル、メタノール、エタノールなどが挙げられ

ｍ、好ましくは３５０〜４２０ｎｍである光線を使用す

る。これらの中では、クロロホルムは、得られる芳香族

ることができる。光線の照射源としては、紫外線カット

アルデヒドの選択性を向上させるので、好適に使用しう

フィルタを備えたキセノンランプ、アセトフェノン−メ

るものである。

タノールフィルタを備えた高圧水銀灯などが挙げられ

【００１６】溶媒の量は、特に限定がないが、反応液の

る。

極性の制御および生成物の分離の効率化の観点から、ア

【００２２】光線の照射時間は、アルキルベンゼンの種

ルキルベンゼン１００重量部に対して、１００〜１００

類、使用量などによって異なるので一概には決定するこ

００重量部、好ましくは１００〜１０００重量部である

とができない。通常、かかる照射時間は、アルキルベン

ことが望ましい。

10

ゼンがそれに対応する芳香族アルデヒドに変換されるま

【００１７】アルキルベンゼンを酸素化させるための酸

でであればよい。

素の量は、アルキルベンゼンを効率よく酸素化させるた

【００２３】また、光線を照射する際の温度（溶媒を用

めには、できるだけ多いことが好ましい。アルキルベン

いる場合には溶媒の温度）には特に限定がないが、かか

ゼンの酸素化を溶媒中で行なう場合には、酸素の量は、

る温度は、通常、１０〜３０℃程度であればよい。

通常、アルキルベンゼンの酸素化を効率よく行なう観点

【００２４】かくして、アルキルベンゼンを出発物質と

から、溶媒における飽和量であることが好ましい。

して、芳香族アルデヒドを効率よく製造することができ

【００１８】出発物質として用いられるアルキルベンゼ

る。

ンには、特に限定がない。アルキルベンゼンの代表例と

【００２５】反応終了後は、アクリジニウムイオン誘導

しては、例えば、ο−キシレン、ｍ−キシレン、ｐ−キ
シレン、トルエン、エチルベンゼンなどが挙げられる。

体を回収することにより、繰り返して使用することがで
20

きる。したがって、本発明の方法は、経済性にも優れた

これらの中では、ｐ−キシレンは、選択性の観点から、

実用性が非常に高い方法である。

好適に使用しうるものである。

【００２６】ところで、本発明者は、ベンゼン環の水素

【００１９】アルキルベンゼンの量は、反応効率および

原子がメチル基で置換された芳香族化合物から芳香族ア

生成物の分離の効率化の観点から、通常、溶媒１００重

ルデヒドへの酸素化は、ｐ−キシレンの場合を例にとれ

量部に対して、１〜１００重量部、好ましくは１〜１０

ば、以下のスキーム１に示されるように、トルエンから

重量部であることが望ましい。

１０−メチルアクリジニウムイオン（

【００２０】アルキルベンゼンの酸素化は、例えば、ア

一重項励起状態への光電子移動を介して進行することを

ルキルベンゼンおよびアクリジニウムイオン誘導体を、

報告している。

酸素を溶解させた溶媒中に溶解し、これに光線を照射す

【００２７】

ることによって、容易に行なうことができる。

30

(3)

【化１】

1

ＡｃｒＨ

+*

）の
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【００２８】酸素の非存在下では、ｐ−キシレンから
ＡｃｒＨ

+*

1

への光電子移動（ｋ et ）により、その基底状

態への逆電子移動（ｋ b ）と競合して、ｐ−キシレンラ
ジカルカチオンの脱プロトン化が生じ、アクリジニルラ
ジカル（ＡｃｒＨ・）と対となるｐ−キシレニルラジカ
ルが生成し、付加物〔ＡｃｒＨ（ＣＨ 2 Ｃ6 Ｈ4 ＣＨ3
−ｐ）〕が生じる。
【００２９】酸素の存在下では、ｐ−キシレニルラジカ
ルは、酸素によって迅速に捕捉され、ＡｃｒＨ

+

の再生

30

成を伴ってＡｃｒＨ・から逆電子移動によってｐ−キシ
レニルヒドロペルオキシドが得られる（スキーム１を参
1

【００３３】 ＡｃｒＨ

照）。そのヒドロパーオキシドが分解し、選択的にｐ−

+*

+*

の蛍光は、キシレンから

1

Ａ

トルアルデヒドが生成する。

ｃｒＨ

【００３０】ｐ−キシレンを１００％選択的に光触媒的

対し、ｐ−トルアルデヒドでは消光が観察されなかった

に酸素化させることは、以下の蛍光消光試験で示されて

（ｋq ＜＜１×１０

いるように、ｐ−キシレンと酸素化された生成物である

レン＞ο−キシレン＞ｍ−キシレン＞ο−トルアルデヒ

ｐ−トルアルデヒドとの反応性の相違によって行なうこ

ド＞トルエン＞ｍ−トルアルデヒド＞＞ｐ−トルアルデ

とができる。

ヒド（観察されず）の順に減少する。この順序は、表１

【００３１】キシレン、トルエンまたはそれに対応する
アルデヒドの非存在下および存在下でのＡｃｒＨ

+

40

への電子の移動によって効率よく消光したのに
7

Ｍ

‑1

ｓ

‑1

）。ｋq 値は、ｐ−キシ

における一酸素化および二酸素化の製造収率と一致す
る。したがって、光電子移動が速いほど、製造収率が高

の蛍

光（λem ＝４８８ｎｍ）の寿命（τ）は、時間分解蛍光

くなる。

分光光度計を用いて測定することができる。光電子移動

【００３４】しかしながら、より極性の大きい溶媒であ

による蛍光消光速度定数ｋ q （＝Ｋq τ

‑1

るアセトニトリルにおける製造収率と比較してクロロホ

）は、消光剤

濃度に対するτ 0 ／τ（アセトアルデヒド中、τ 0 ＝３

ルムにおける製造収率がより向上しているのに対し、ク

７ｎｓ）の直線状のスターン−ボルマープロット（Ster

ロロホルム（４．２×１０

n‑Volmer plot)の傾きから測定される。このようにして

−キシレンに対するｋ q 値は、表１におけるアセトニト

測定したｋ q 値を表１に示す。

リルの値よりも小さい。溶媒の極性の低下に伴う、電子

Ｍ

‑1

ｓ

‑1

）中で測定したｐ

移動のための再配列エネルギーの減少によってクロロホ

【００３２】
【表１】

9
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(4)

ルムにおける製造収率が向上し、前記スキーム１におけ
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るＡｃｒＨ・からｐ−キシレンラジカルカチオンへの逆

移動還元によって得られる。ＡｃｒＰｈ・のＥＳＲスペ

電子移動が遅延化する。酸素化生成物を導くｐ−キシレ

クトルは、脱気したアセトニトリル中で数時間維持し

ンラジカルカチオンの脱プロトン化が逆電子移動と競合

た。超微細結合および最大傾斜線幅（ΔＨ msl

するので、逆電子移動が遅いほど製造収率が高くなる。

ＳＲスペクトルのコンピュータによるシミュレーション

) は、Ｅ

【００３５】再配列エネルギーは、アセトニトリルおよ

によって測定した。このようにして測定したΔＨ msl

びクロロホルムにおける９−フェニル−１０−メチルア

は、アセトアルデヒド中において、ＡｃｒＰｈ

クリジニウムイオン（ＡｃｒＰｈ

+

）とその一電子還元

+

値

の濃度

の増大に伴って直線的に増大する。

体ラジカル（ＡｃｒＰｈ・）との間の電子移動自己交換

【００３７】ＥＳＲスペクトルの線幅の変動は、ラジカ

反応の速度定数を測定することにより、評価することが

ル種が関与する速度プロセスを調査するのに用いること

できる。

10

【００３６】ＡｃｒＰｈ・ラジカルは、テトラメチルセ
ミキノリンラジカルアニオンによるＡｃｒＰｈ
ｋex ＝〔１．５７×１０

+

7

0

は、ＡｃｒＰｈ

msl

+

−ΔＨ
+

〔（ｋex ）
（式中、Ｚは１０

Ｍ

‑1

ｓ

‑1

−（ｋdiff ）

〕＝Ｚ

10

クロロホルム中において１．２×１０

Ｍ
10

‑1

ｓ

Ｍ

‑1

‑1

であり、

ｓ

‑1

）〕
（Ｉ）

【００３８】電子移動反応の再編成エネルギー（λ）
は、式(II):
‑1

ｅｘｐ（λ／４ｋ B Ｔ）

を示す。ｋ diff は、アセト

アルデヒド中において２．０×１０

msl

ることができる。

の値をとりうる統計学的な係数を示す）を用いて決定す
11

0

〕〕

が存在していない

‑1

とＡｃｒＰｈ・との間の電子移

の電子

ときのＥＳＲスペクトルの最大傾斜線幅、Ｐ i はほぼ０
‑1

+

動交換反応の速度定数（ｋ ex ) は、式（Ｉ）：

（ΔＨmsl

÷〔（１−Ｐ i ）〔ＡｃｒＰｈ
（式中、ΔＨ

ができる。ＡｃｒＰｈ

(II)

活性プロセスである、脱プロトン化したラジカルのカッ
20

であ

プリングがＡｃｒＰｈ・のフェニル基の立体効果によ
り、妨害されることに起因する。
+

る。ｋB はボルツマン定数を示す）により、ｋ ex 値から

【００４５】結論として、ＡｃｒＰｈ

求められる。クロロホルムにおけるλ値は、アセトアル

中で光触媒として使用すれば、他の異性体からそれに対

デヒドにおける値（０．３４ｅＶ）よりも小さい０．２

応する芳香族アルデヒドに高選択的に光酸素化すること

７ｅＶであると測定された。

ができるとともに、ｐ−キシレンからｐ−トルアルデヒ

【００３９】λ値（０．２７，０．３４ｅＶ）は、Ａｃ

ドに１００％選択的に光酸素化することができる。

ｒＨ・（ＳＣＥによるＥ

0
ox

＝−０．４３Ｖ）からｐ−

キシレンラジカルカチオン（Ｅ

0

での逆電子移動の駆動力（−ΔＧ

red
0
et

をクロロホルム

【００４６】

＝１．９３Ｖ）ま

【実施例】次に、本発明を実施例に基づいてさらに詳細

＝２．３６ｅＶ）

に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定される

よりも非常に小さいので、逆電子移動は、マーカスの逆

30

ものではない。

転領域にあり、λ値の減少に伴って低下することが予想

【００４７】実施例１

される。

キセノンランプを用いて紫外線カットフィルタ（λ＞３

【００４０】溶媒の極性の低下に伴って逆電子移動速度

１０ｎｍ）を介してｐ−キシレン３０ｍＭを含む酸素が

が低下することにより、実験的に観察されるように製造

飽和したアセトニトリル０．６ｍＬ中で１０−メチルア

収率が向上する。

クリジニウム過塩素酸塩（ＡｃｒＨ

【００４１】ＡｃｒＨ

+

の代わりにＡｃｒＰｈ

+

を用い

ｍＭ）の吸収帯（λ max

+

ＣｌＯ4

‑

：１０

＝３５８ｎｍおよび４１７ｎ

ることにより、製造収率がより一層向上することによ

ｍ）の光線を照射したところ、ｐ−キシレンの消失とと

り、後者よりも前者に対する逆電子移動速度が低下する

もに、ｐ−トルアルデヒドの生成が確認された。

ことにもなる。

【００４８】２４時間光線を照射したところ、ｐ−トル

【００４２】マーカス(Marcus)逆転領域においては、駆

40

動力の増加に伴って逆電子移動が遅くなる。
【００４３】ＡｃｒＰｈ・のＥ
0
ox

るＥ

0

アルデヒドの収率は、３７％であった。
【００４９】溶媒として、アセトニトリル０．６ｍＬの

値（ＳＣＥによるＥ

代わりに、より極性が小さい溶媒であるクロロホルム−

＝−０．５５Ｖ）は、ＡｃｒＨ・の値（ＳＣＥによ

ｄ０．６ｍＬを用い、他の反応条件を同一にして光線を

0

照射したところ、製造収率は、６６％に向上した。

ox

ox

＝−０．４３Ｖ）よりも負であるから、Ａｃｒ

Ｐｈ・からの逆電子移動の駆動力（２．４８ｅＶ）は、

【００５０】光酸素化反応後には、光触媒であるアクリ

ＡｃｒＨ・からの逆電子移動の駆動力（２．３６ｅＶ）

ジニウムイオン（ＡｃｒＨ

よりも大きい。駆動力が大きくなるにしたがって逆電子

なかったが、少量の付加物である９−ｐ−キシレニル−

移動速度が低下し、製造収率が向上する。

１０−メチル−９，１０−ジヒドロアクリジン〔Ａｃｒ

+

【００４４】ＡｃｒＨ よりも光触媒としてＡｃｒＰｈ
+
の安定性が高められることは、スキーム１における不

+

）は、ほとんど変化してい

Ｈ（ＣＨ2 Ｃ6 Ｈ4 ＣＨ3 −ｐ）〕が生成していた。
50

(5)

【００５１】光酸素化による製造収率は、１０−メチル

特開2002‑114735

+

アクリジニウムイオン（ＡｃｒＨ ）を９−フェニル−
１０−メチルアクリジニウムイオン（ＡｃｒＰｈ

+

ルム中で２９８Ｋの温度で、ＡｃｒＰｈ

）と

+

を用い、キシ

レンおよびトルエンに光線を１０時間照射することによ

置換した場合には、表２に示すように、より一層向上し

り、光酸素化させたときの結果が示されている。

た。

【００５３】

【００５２】なお、表２には、酸素が飽和したクロロホ

【表２】

【００５４】さらに光線の照射を行なったが、二酸化物

×１０

は存在しなかった。また、光触媒と、ＡｃｒＰｈ

+

と、

‑2

Ｍの酸素が飽和したクロロホルム溶液０．６ｍ

Ｌに、高圧水銀灯（λ＞３００ｎｍ）を用いて光線を１

ｐ−キシレンとの間では付加物の生成がなかった。

０時間照射したところ、ο−、ｍ−およびｐ−トルアル

【００５５】このことから、光触媒としてＡｃｒＰｈ

+

デヒドおよびベンズアルデヒドの製造収率は、ｐ−キシ

をクロロホルム中で用いることにより、ｐ−キシレンか
らｐ−トルアルデヒドに１００％の選択率で光酸素化さ

レン＞ο−キシレン＞ｍ−キシレン＞トルエンの順に減
20

少した。トルアルデヒドの選択率は、ｐ−キシレン（１

れていることがわかる。

００％）＞ｍ−キシレン（９９％）＞ο−キシレン（９

【００５６】キセノンランプの代わりに高圧水銀灯を用

４％）の順に減少した。

い、アセトフェノン−メタノールフィルタ（λ＞３００

【００５９】ｍ−キシレンおよびο−キシレンをさらに

ｎｍ）を介して光線を照射した場合には、ｐ−トルアル

酸素化させると、少量のそれに対応するフタルアルデヒ

デヒド３．０×１０

‑2

Ｍを１００％の収率で得るための

ドが生成した。ｐ−キシレンの場合、出発物質としてｐ

光線の照射時間は、２４時間から１０時間に短縮した。

−トルアルデヒドを用いたときには、ｐ−トルアルデヒ

【００５７】他の異性体として、ο−キシレンおよびｍ

ドの光酸素化が起こらないことが確認された。

−キシレンを用いたところ、表２に示されるように、そ

【００６０】

れぞれο−トルアルデヒドおよびベンズアルデヒドに変

【発明の効果】本発明の製造法によれば、無機酸化剤を

換することができた。

30

【００５８】次に、ＡｃｒＰｈ
を含むキシレン３．０×１０

‑2

+

（１．０×１０

‑2

Ｍ）

使用せずに、環境に優しい酸化剤である酸素を用いて選
択性よくアルキルベンゼンから芳香族アルデヒドを製造

Ｍおよびトルエン３．０

することができる。
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